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Q&A

学会当日における発言機会にも男性優位, 健常者優位の傾向があります. 

それを是正する模索として, インターネット上にて
発表に対する質問とコメントの事前受付を試みます. 

本発表の情報保障の為の資料が大会ホームページに掲載される, 

凡そ10月26日以降から大会開催の前日11月16日まで, 

投稿フォームを開設します. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSducgvsDcrf1LugoF65-

MPSGqfEUEwkAAV1euPFSGXDXXXF1g/viewform?usp=sf_link

当日の質疑応答の時間は一部 (最大半分程度?) を
その返答に充てたいと思います. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSducgvsDcrf1LugoF65-MPSGqfEUEwkAAV1euPFSGXDXXXF1g/viewform?usp=sf_link
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第15回障害学会
2018.11.18 川添睡

レジストを知覚する

―差別と抑圧のエッチング―



Slide [3/12]

問い

ディスアビリティとは「不利益が特有な形式で
個人に集中的に経験される現象」である. (星加,2007)

＞障害される人達から健常者へと問いを向け返す
「どの様にして利益は集中する?」

・“当たり前”の暮らしを生きること
・役どころに適格だと周囲から選ばれること
・自身を疑いなく “生きるに値する生命”だと信じること

「誰がしている/どういう理屈や責任でそうなるのか」わかり難い
不公平や不正義の在りかたはエッチングに似る

乱用されるエッチングの, 台なしになる (クィアされる)可能性を考える
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薬品の組み合わせを利用した表面加工の技法

版画 (printmaking)の彫刻 絵≒インクの通り道, パターン
電子回路製作半導体等の微細加工≒電気の通り道を制御する回路

直接法 (彫刻刀での彫刻)間接法 (エッチング)

①酸 (Acid) 銅板を溶かす
②レジスト (Resist) 防蝕剤：酸に抵抗する
③鉄筆 (Needle) 軽く引くことでレジストを剥がす

エッチング (Etching/食刻)とは
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1) 銅板全体にレジストを塗る

2) 鉄筆で線を引きレジストを剥がす

図を描きたい所≒銅板を削りたい所

3) 銅板全体を酸で腐食する

レジストが塗られた場所：溶けない
レジストがない場所：銅板が溶け始める

4) 思い通りの深さで溝が付いたら反応をとめる

5) 銅板全体からレジストを剥がす

6) 溝にインクを詰めて上から紙を押し当てる

＞版画家が鉄筆で書いた絵が紙に転写される

エッチングの手順

図は「女子美術大学 芸術学部 美術学科 洋画専攻 版画コース」HPより

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
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大阪）台風２１号で被害の朝鮮学校 補修の公的支援なく

台風２１号から１カ月が過ぎてなお、城北朝鮮初級学校（大阪市旭
区）の児童らは日々の授業で不自由を強いられている。強風によって校
舎の屋根が吹き飛ばされたため、一時は別の学校に通うしかなかった。
補修のための公的支援はなく、自分たちで寄付を集めるしかない。

(2018.10.10 朝日新聞)

台風とレイシズム (に基づいた公的な無支援) が組み合わさる
＞教育を受ける権利を特定の学校の利用者に対して脅かす
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (国際人権規約A規約) 13条

解釈：災害を酸 校舎の為の資金というレジスト (の不足)

＞特定の集団に選択的に不利益をもたらす社会

エッチングに社会を当てはめる①
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体験：視線のすり抜けと利益 (選択する機会)の集中

駅員とコミュニケーションをする時に
車いすの乗り手ではなく, まず押し手に話しかけてくる傾向大
＞遮る位置にいても乗り手を迂回してくる視線

特定の人間 (とも対話可能であるという事)が
駅員の認識からレジストされている

不利益を受けた側にレジストがなかった先程の例とは逆

＞人と会っていても自分の意見を伝える機会から疎外されやすい
＞選択する権利という利益が「無難 (とみなされた) 方」に集中する

エッチングに社会を当てはめる②
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エッチングは差異化・階層化を作り上げる普遍的な方法

常に酸=不利益レジスト=特権とは限らない
無徴, 自然な集中として通用する

レジストが作用するもの

制度 慣習・アクセス
認識 思考・意味づけ・理路 (ものの理屈や合理性) 

感情 恐れ

(健常者という) レジストに鉄筆を入れよう

＞障害される者に理由を探して論述することを放棄しよう
＞日常的なエッチングの肌触りとレジストされた問い・感情に気付くこと
＞重要なのはエッチングのクィア (台なしになること) の模索である

前半まとめ：社会におけるエッチングのモチーフとレジスト
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異方性エッチングと等方性エッチング

酸には方向がない (等方性)ので, 

時間が経つと浸食は下方だけではなく横にも進む
＞レジストの下を多少割り込んだ形 (円形状) で削られる

レジストの境界で直角に削るには, やや特殊な条件が必要 (異方性)

エッチングと社会とを混ぜ合わせる：酸の等方性

等方性
エッチング

異方性
エッチング

図は2006年11月発行 p.245 MEMS テクノロジ 2007より
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エッチングと社会とを混ぜ合わせる：酸の等方性

①レジストされた場所でも, 酸に浸食される場合がある

状況が流動的, 予測しづらい, 説明し難い
酸の複雑な満ち引きのパターンを知る
↔ 別の解釈：レジストの下にいるが, 酸と触れ合う際にいる

②酸の「全ての方向に対して広がる」という説明は嘘を含む

エッチングの構想者は「平等な試練」であるかのように提示する

「酸には等方的に基盤を浸食する作用がある. 

＆ (ただしレジストされた部分を除く.)」＜不文律

＞「酸の等方性の説明文」自体にも, エッチングの “当然の前提” 

として省略 (レジスト)された文が含まれている
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「エッチングの障害学」を模索する

エッチングのやり方を理解する, で思考を終えないために

「より良いエッチングの制御法を研究する」
「抑圧はどの様に配分されるのが適切か」という “戦略”の否定

＞障害学と相いれない態度
酸に晒される人生は不幸, レジストの在る生が基準であり正常

「すべての生の無条件の肯定」(野崎,2007)を模索する態度に倣う
「酸とレジストの狭間にある全ての存在を肯定する」ことと
「エッチングという加害自体を否定する」ことの両立

「障害児が生まれるから原発に反対」論法と原発自体に同時に反対
＞エッチングという加害の, 普遍的な乱用に気づいていくこと, 
やめていくこと, 枠組みが台なしになること, が重要

(堤1989, 野崎2012, 米津)
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(自閉者の) クィア・リーディング：「意図」を解釈する

日常の抑圧からエッチングのモチーフを感じ取り, 

また描き手 (printmaker)の加害の「意図」「構想」を指摘する

反論：抑圧や不平等はあっても, 意図の証明は出来ない ??

＞様々な運動による加害性, 目的, 意図の存在の論証, それに加えて…

①意思のない (とされる)ところに意図を想定する/読み込む/書きこむ

証拠の有無に関わらず,私からみえた「意図」を軽率に, 通例的な解釈と
同価値のものとして, 複数のみえ方を並列させていく
＞「”意図” の見解が覇権とズレている」とされる自閉者なればこそ. 

②「無意図の享楽」(愉悦, 利用)を読み込む

社会, 日常ではその「意図がない」こそ, 心地よく乱用されていないか?
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謝辞

もしも発表中で紹介した文章等について, 

引用元の文章等を書いた人やそれに関係のある人が
「私の使い方がおかしかった」などと感じましたら, 

大変すみませんが教えてください (kawazoe.n.aa@gmail.com). 

私にはそのやり方について対話に応じる義務があります. 

今回の発表に対して, 相談に乗っていただいた方々 (名前不記載), 

ありがとうございました.
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星加良司, 2007「障害とは何か──ディスアビリティの社会理論に向けて」生活書院

女子美術大学 芸術学部 美術学科 洋画専攻 版画コース
「エッチング（etching・腐刻凹版・オーフォルト eau forte）」
http://www.joshibi.net/hanga/curriculum/intaglio/etching.html

朝日新聞, 2018.10.10「大阪）台風２１号で被害の朝鮮学校 補修の公的支援なく」
https://archive.fo/SBeOI

石川准倉本智明 (編著) 長瀬修 (編著), 2000「障害学を語る」エンパワメント研究所

江刺正喜, 2009「エッチングの種類」https://archive.fo/Odopj

参考文献

http://www.joshibi.net/hanga/curriculum/intaglio/etching.html
https://archive.fo/SBeOI
https://archive.fo/Odopj
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野崎泰伸, 2007「「生の無条件の肯定」に関する哲学的考察 : 障害者の生に即して」
https://www.dropbox.com/s/iw5uvkxeki2ge08/%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AB%96%E6%96%87.pdf?dl=0

堤愛子, 1989「「ありのままの生命」を否定する原発に反対」
http://web.archive.org/web/20150717063712/http://www.geocities.jp/aichan822/hanngennpatu2.htm

野崎泰伸, 2012,「「障害者が生まれるから」原発はいけないのか／野崎泰伸」
月刊「部落解放」2012年1月号 655号

米津知子「脱原発と、障害の「恐怖の象徴」からの解放――これは、同時にできるはず」
http://web.archive.org/web/20120404003159/http://www.soshiren.org/oshirase/data/yonezu.pdf

しんぶん赤旗, 2018.7.5「支給打ち切り撤回障害年金受給者に厚労省」https://archive.is/hIsYi

参考文献

https://www.dropbox.com/s/iw5uvkxeki2ge08/%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AB%96%E6%96%87.pdf?dl=0
http://web.archive.org/web/20150717063712/http:/www.geocities.jp/aichan822/hanngennpatu2.htm
http://web.archive.org/web/20120404003159/http:/www.soshiren.org/oshirase/data/yonezu.pdf
https://archive.is/hIsYi
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支給打ち切り撤回障害年金受給者に厚労省

日本年金機構が障害基礎年金受給者１０１０人に対し、障害の状態は
前と変わっていないのに支給打ち切りを通告していた問題で、厚生労働
省は４日までに通告を撤回する方針を明らかにしました。(中略)

同省によると、１０１０人については今年度の再審査で、昨年時点よ
り障害が軽快したと認められる人以外は支給継続される方向といいます。
２９３３人についても、障害の状態が変わらないのに打ち切られたと推
定される約４２０人に対しては打ち切り決定を取り消し、年金支給を復
活させると答えました。

(2018.7.5 しんぶん赤旗)

追補:エッチングに社会を当てはめる③④
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追補:社会をエッチングに当てはめる際に行った検討

レジスト
関連する類語を捨象する
グランド/Ground >酸に触れない状態を “基底”とは位置付けない
マスク/Mask >直接的な意図をもって排斥しないものも含む

集中の ”自然”化


